
脂がのり、身がやわらかい国産のさばに、香りのよさに定評が
ある木頭ゆずを合わせました。コクがありながらもさっぱりした
味わいの人気商品。そのままでも、料理に活用してもおいしく
食べられます。

ゆず香るさば缶

・内容量：牛肉しぐれ煮 舞茸入り60g、つぶうま煮80g、ひとくち昆布巻100g、帆立うま煮70g、にしんうま煮90g  ・原材料：
[牛肉しぐれ煮 舞茸入り]牛肉(北海道産)、舞茸(北海道産)、砂糖、醤油、みりん、鰹だし、ほたてエキス、(一部に小麦・牛肉・
大豆を含む)[つぶうま煮]つぶ貝(北海道産)、発酵調味液、砂糖、生姜、食塩、澱粉、酵母エキス、(一部に小麦を含む)[ひとく
ち昆布巻]昆布(北海道産)、かんぴょう、砂糖、醤油、米発酵調味料、鰹節エキス、昆布だし、(一部に小麦・大豆を含む)[帆立
うま煮]帆立貝(北海道産)、発酵調味液、砂糖、食塩、澱粉、酵母エキス、(一部に小麦を含む)[にしんうま煮]鰊(北海道産)、
発酵調味液、砂糖、食塩、澱粉、酵母エキス、(一部に小麦を含む)  ・賞味期間：製造から120日  ・北海道・中水食品工業

税込 3,315円 （税抜3,070円）
北海道グルメ常備菜5種セット

北海道産にこだわり、化学調味料や保存料を使用せずに作った常温で
保存可能な常備菜セット。袋を開けてそのまま食べられます。牛肉しぐれ
煮、つぶうま煮、昆布巻、帆立うま煮はおせちの１品に、にしんうま煮は年
越しそばにと、これからの時期に重宝します。

ごはんの友や酒のつまみ、おせちにも
新発売

郵送でお申し込みの場合は、ご投函から10日間ほどの余裕を見てお届け日をご指定ください。お届け時間帯も指定できます。

年末年始 お取り寄せ肉ですき焼きを
柔らかい肉質が特徴の「味彩牛」のもも肉をすき焼き(しゃぶ
しゃぶ)用にスライスしてお届け。肉厚で食べごたえがあり、
ほどよい霜降り具合でどの年代の方も食べやすい肉質です。

あじさい

・内容量：牛もも（熊本県産）400g、牛脂1個  ・賞味期間：出荷から冷凍30日  
・兵庫・山晃食品  ※宅配業者：ヤマト運輸

税込 5,700円 （税抜5,278円）
熊本県産 味彩牛ももすき焼き　

送料込 産直便 冷 凍

あじさい

調理例

ほどよい霜降りと
赤身のうまさ

年末年始のお知らせ ： 2022年12月29日から2023年1月3日までお休みとなります。

いつもベターホームの通信販売をご利用いただき、ありがとうございます。
2022年12月のお買得情報をお届けいたします。ぜひご利用ください。

使っていいものクラブ通信 12月号
2022年ベターホーム

お届け指定日 2023年1月10日（火）まで2022年12月27日（火）までご注文締切

※はがきでのご注文は12月16日（金）の消印有効とさせていただきます。　
※年内のお届けを早く締切る商品もあります。年末は配送が混み合いますのでお早めにご注文ください。

身とカニみそが味わえ、殻からもよい出汁が

・内容量：ずわい蟹（カナダ、ロシア、アメリカ、北海道  ※産地指定不可）500g×2杯  
・賞味期間：冷凍３ヵ月  ・東京・キングマカデミアンJAPAN

税込 10,098円 （税抜9,350円）
ボイルずわい蟹姿2杯(1kg)

送料込 産直便 冷 凍

新発売

ずわい蟹を茹で上げて急速凍結しているので鮮度抜群！ぎっしり詰まっ
たジューシーな身と、濃厚なカニみその両方を味わった後は…殻を煮
出せばよい出汁がとれて、一石三鳥。ちょっと値ははりますが、その価値
のあるおいしさです。解凍してそのまま、もしくは
鍋などにどうぞ。年末年始の食卓が賑わいます。

同価格で 
「みそ煮」も販売中

盛りつけ例

牛肉しぐれ煮 つぶうま煮 昆布巻

帆立うま煮 にしんうま煮

盛りつけ例

・内容量：190g  ・賞味期間：製造から3年  ・徳島・黄金の村
税込 540円 （税抜500円）
国産寒さば木頭ゆず 水煮 1缶

まとめ買い 24缶（190g×24缶） 
税込12,960円▶

※お届け先は1ヵ所

税込 11,880円 （税抜11,000円）送料無料

鍋やみそ汁に
入れてもおいしい

新商品多数！
中面を

ご覧ください。

さばき方の

リーフレット付き

●年内お届けご注文締切：12月22日(木) ※ハガキは12月15日(木)消印有効 ●年内お届けご注文締切：12月22日(木) ※ハガキは12月15日(木)消印有効



いちごの芳醇な香りと果実感 国産かりんのエキスがたっぷり 糀の力だけで作った国産の甘酒

・内容量：350g  ・原材料：はちみつ（アル
ゼンチン産）、かりん（国産）
・賞味期限：製造から1年 ・奈良・王隠堂農園
※1歳未満の乳児には与えないでください。

税込1,404円 （税抜1,300円）
かりんの蜂蜜漬

・内容量：150g×3  ・原材料：米（長野県
産）、米こうじ（米（長野県産）、麹菌）
・賞味期限：製造から６ヵ月
・長野・千日みそ

税込734円 （税抜680円）
2倍濃縮甘酒

国産いちごを丸ごとシロップで煮込みました。
粒が残っていて、しっかりした甘さで満足感が
あります。いちごとシロップ、それぞれで楽しめる
のがグラッセのよいところ。いちご好きな方への
贈り物にも。

長野県産の契約栽培米を糀の力だけで糖化し、
雑味がないやさしい甘みに。ノンアルコールで、
お子様も安心。1袋（150g）で2倍希釈で2～３杯
分の使いきりパックが3袋入り。お湯はもちろん、
牛乳や豆乳で割っても美味。

のどによいことで知られるかりんを蜂蜜に漬け
込みました。かりんエキスたっぷりの甘いシロップ
を4～５倍のお湯で割って飲むと、かりんと蜂蜜
の香りに癒され、体の芯から温まります。寒い
季節をおいしく乗りきるために、常備したい１品。

・内容量：450g
・原材料：苺（国産）、砂糖／酸味料
・賞味期限：製造から730日
・長野・デイリーフーズ

税込1,512円 （税抜1,400円）
ストロベリーグラッセ

ケフィアや
ヴィーリとの
相性抜群！

紅茶に入れてロシアンティーに、
牛乳に入れていちごミルクに...

エキスが出きった実を食べるなら、
小さく刻んで
ケフィアのトッピングに。

かりんの風味が
しっかり。

酸味と甘みの
バランスがよい。

常温保存できるのも
うれしい。

料理にも活用したい！

牛乳で割るとまろやかになり、
よりやさしい味わいに。

新発売新発売新発売

ベターホームの先生たちが試食して
選びました。感想をご紹介します。ほっ 甘いもので、 とひと息

おすすめ
ポイント おすすめ

ポイント

サイズ
材質
耐熱温度

メーカー

価格

・握ることを追求した「三角断面」グリップ。手に心地よくフィットして、
長時間の調理時も疲れにくい。
・スプーンの先が平らで、鍋や器にフィットして使いやすい。
・盛りつけ時、狙ったところにソースをかけるなどの作業もしやすい。

・ジャムや調味料の瓶の中身が
最後まできれいにすくえます。
・やわらかく口にフィットするので、
赤ちゃんの離乳食やお年寄りの
食事の介助にも役立ちます。

ナイロン、シリコーンゴム
200℃

食洗機：〇　電子レンジ：×
マーナ・中国製

mini
シリコーンスプーン

シリコーン
調理スプーンS

シリコーン
調理スプーンM

瓶の中身が残さずすくえる！
「一家に１本」の必需品

小鍋の調理や盛りつけに。
食卓でサーバーとしても活躍！

フライパンなどの調理にはコレ！
炒める・すくう・かき集める万能スプーン

新発売

先生たちの
リクエストに応えて

再販！

先生たちの
リクエストに応えて、
Sサイズも新発売！

10月のひと月で、
約300本売れた

人気商品！

税込1,078円（税抜980円） 税込990円（税抜900円） 税込１，２８０円（税抜1,164円）
約69×35×281mm約56×31×248mm約27×175mm

シリコーンゴム（芯：ナイロン）
200℃

食洗機：×　電子レンジ：×
タイガークラウン・日本製

熱に強く、鍋の加工を傷つけないシリコーンスプーン。ベターホーム
の先生たちもお気に入りです。おすすめポイントをまとめました。こだわりの道具

175mm 248mm 281mm



シルクは肌への負担が少ない天然素材。吸放湿性、消臭性、保温性に優れ、冬はしっとり暖かく過ごせます。
なにより、そのやわらかい風合いと優しい触り心地に癒され、日々の生活が心豊かになるはず。

この１年頑張った自分へのごほうびに、大切な方への贈り物にいかがでしょう？

最高級スパンシルクにふわふわ加工を施した糸で、ふっくら
厚地に編み立てました。首回りに触れても全くチクチクせず、
伸縮性がよいので、メイクや髪型を気にすることなく安心して
着脱できます。重さは約50gで、肩こりの方も気にならない、
軽い着け心地。

暗い色の服装が多くなりがちな冬場、小物で顔周りに明るい
色をとり入れると華やかな雰囲気に。明るい色とシックな色
とのコンビなので、抵抗なく身につけられます。どちらの色を
上にするかで印象が変わるので、その日の服装や気分に
合わせてアレンジするのも楽しい。

〈洗濯時の注意〉  ※中性洗剤で手洗いがおすすめ。洗濯機の場合はネットに入れ、中性洗剤でドライコースで。  ※漂白剤・タンブラー（ドラム式）乾燥NG。  ※日光等の紫外線で色あせや
黄変する可能性があるので、形を整えて陰干しを。  ※アイロンはスチームで裏側から浮かしながらかけてください。  ※シルク特有の匂いがする場合は一度お洗濯ください。

※数に限りがございます。お早目にご注文ください。

大人の上質素材
こだわりのシルク小物

〈 HASEGAWAのシルク製品 〉
創業57年、老舗シルクメーカーの長谷川商店。その高品質なシルク
素材は海外のラグジュアリーブランドなどから採用されるほど。自社
一貫生産体制で、高品質なモノ作りにとり組んでいます。

シルクネックウォーマー
（ベリー／ミント／ライトグレー／マスタード）

・材質:シルク100％
・サイズ:巾約23×丈約60cm  ・日本製
※濃色の物は水濡れや強い摩擦により
色落ちすることがあります。
※この製品は滑らかな風合いが特徴です
が、表面の毛羽が他の物に付着する
ことがあります。
※アクセサリー等による引っかけに注意。

税込4,400円 （税抜4,000円）

ベリー

マスタードライトグレー

ミント

長い筒状になっているので、多く
見せたい色を外側にして折り込み、
かぶって装着します。

両面使えて、腕にも足にも使える
万能ウォーマー

吸いつくような着用感で、お腹周りをしっかりカバー

・材質: シルク87％、ナイロン 12%、ポリウレタン1%
・サイズ：巾約23.5×丈約33cm  ・日本製

税込 2,970円 （税抜 2,700円）

もっちりシルクのはらまき
（もも／そら／ねず／りんご）

・材質:シルク97％、ポリウレタン3% ・サイズ:巾約8×丈約23cm  ・日本製
※アクセサリー等による引っかけに注意。

税込 4,000円 （税抜 3,637円）

シルクプレミアムソフトウォーマー ショート
（ライトグレー／ダークネイビー）

ベリー着用イメージベリー着用イメージ

ねず りんご

もも そら

数量
限定

思わず頬ずりしたくなる、やわらかさ

バイカラー（２色使い）で顔周りを華やかにもシックにも

赤系ブラウン×濃いピンクの
「ベリー」は、

ブラウンを広く見せると
シックに

ピンクを広く見せると
華やかに

男性にも
着用いただけます。

ダークネイビー
着用イメージ

ライトグレー
着用イメージ

うっとりする触り心地で肌をいたわる表面と、パイル
調で伸縮性があり、締めつけ感がない裏面、どちらも
使えます。アームウォーマーとしてもレッグウォーマー
としても使えるので、折り返したり、くしゅっと
させたり、用途や気分に合わせて楽しめます。 りんご着用イメージ

起毛した糸に、ゴム糸を沿わせて編み立てたはらまきは、もっちり
とした吸いつくような着用感。でも、締めつけ感はありません。表面は
シルク100％なので、裏表にすると、肌に当たる面をシルクにする
こともできます。伸縮性がよいので、様々な体型の方にやさしく
フィットします。

もも着用イメージ



クリスマス  PARTY

使用例

クリスマス  PARTY

まとめ買い 5箱（1g×10袋）×5箱

※お届け先は1ヵ所

税込7,185円▶
税込6,995円 （税抜6,480円）

ヴィーリ菌 10袋
税込1,437円 （税抜1,331円）
・内容量：1g×10袋（1袋で1ℓのヴィーリが作れます）  
・賞味期間：製造から1年(お届け後要冷蔵)

NEW!
国産りんごのすりおろしをそのまま
パック。自然な甘みでそのまま食べ
ても、料理に使っても。北海道産のたまねぎをスライスし、 

油は使わず、半分の重さになるま
でじっくりと炒めました。 ハンバー
グやカレーなどがワンランク上の
おいしさに。

毎日食べる

おろしりんご

植物性乳酸菌発酵ジャム

ブルーベリー

北海道産炒めたまねぎ

ソテードオニオン

（205ｇ×6個）

植物性乳酸菌の働き
により、素材本来のお
いしさが生きた贅沢
な味わい。

まとめ買い 5袋 ※お届け先は1ヵ所

税込2,300円▶税込2,245円
　　（税抜2,080円）

・内容量：200g（たまねぎ約400g分）　
・賞味期間：製造から1年 ・北海道・北空地食品　

ソテードオニオン
1袋 税込460円 （税抜426円）

そのまま使えて、おいしさUP

まとめ買い 12本（490g×12本） 
※お届け先は1ヵ所税込35,640円▶

税込 32,810円（税抜30,380円）

ニゲロオリゴ糖 1本（490g）
税込 2,970円 （税抜2,750円）
・内容量：490g　
・賞味期間：製造から2年

乳酸菌と酵母の複合
発酵。6種類の乳酸
菌のうち2種類は、
生きて腸まで届き
ます。

まろやかなおいしさ

乳酸菌が作る食物
繊維（EPS）による
粘りが特徴。

酸味がおだやかで
クセのない味わい

ニゲロオリゴ糖は、
みりんやはちみつ
などに微量に含ま
れる糖類の一種。

毎日食べる
体内元気習慣

12月は
お買得

デザートに

税込 2,376円 （税抜 2,200円）

送料無料

税込11,880円▶
税込 11,555円 （税抜10,700円）

送料無料

※お届け先は1ヵ所

発酵ジャムブルーベリー

税込820円（税抜760円）
・内容量：205ｇ　・賞味期間：製造から1年 

材料を順に混ぜる。グリーンサラ
ダの他、にんじんサラダや温野
菜にもよく合う。生ハム、チーズ、
ナッツなどをトッピングしても◎。

【材料】（4人分） 【作り方】
おろしりんご……1/2袋（50g）
レモン汁……大さじ１
オリーブ油……大さじ１・1/2
塩………小さじ1/6
こしょう……少々

Bette
rhome R

eci p

e

おろしりんごのドレッシング

オニオングラタン
スープのレシピ
はこちら

Bette
rhome R

eci p

e

コクとうまみが
しっかり

いろいろ
使えて便利！

ケーキに添えて
ソースにも♪

まとめ買い 6個
税込4,935円▶

税込860円▶

税込4,795円 （税抜4,440円）通常割引価格

・内容量：100ｇ×30袋 ・賞味期間：製造から１年６ヵ月

おろしりんご 1ケース（30袋）
税込4,700円 （税抜4,352円）

まとめ買い 3ケース（100ｇ×30袋）×3ケース ※お届け先は1ヵ所

送料無料税込14,100円▶ 税込13,812円 （税抜12,789円）

1ℓの牛乳にケフィア菌またはヴィーリ菌を入れて、1日おけばできあがり！

赤身肉のうま味を味わう
ローストビーフ

●年内お届けご注文締切：12月22日(木) ※ハガキは12月15日(木)消印有効

・内容量：ローストビーフ（プレーン）100g、ローストビーフ(和風みそ)100g(固形量80g）　
・賞味期間：製造から冷凍1年　・北海道・ノベルズ食品　※宅配業者：ヤマト運輸　

税込 5,860円 （税抜5,426円）

十勝ハーブ牛
プレミアムローストビーフセット

プレーン

和風みそ

真空低温調理でじっくりおい
しさを引き出した、ジューシー
なローストビーフ。塩、こしょう
だけのプレーンと、和風みそ
味の2種をそれぞれ100g
ずつお届けします。

新発売

盛りつけ例

まとめ買い 5箱（1g×20袋）×5箱
※お届け先は1ヵ所

・内容量：1g×20袋 （1袋で1ℓのケフィアが作れます）  
・賞味期間：製造から１年（お届け後要冷蔵）

ケフィア菌 20袋

 送料込 産直便 冷 凍

調理例



調理例

12月は
お買得

税込 3,760円 （税抜3,490円）
まとめ買い10袋（8g×8袋）×10袋 ※お届け先は1ヵ所

和風だしパック 1袋

・内容量：8g×8袋  ・賞味期間：製造から8ヵ月

税込3,990円▶

税込 398円 （税抜369円）税込421円▶

通常割引価格

鹿児島県枕崎産の鰹
節、長崎近海のうるめ
いわし、知床沿岸の
羅臼昆布、熊本県産
大豆熟成もろみ。4種
のこだわり素材を粉
末にしてブレンドしま
した。

つゆが２種類、
そば湯までおいしい

北海道・道南地
域の前浜でとれ
た真昆布切り落
としのお得な
パックです。上
品な甘みを持
つ、清澄なだし
がとれます。

税込 990円 （税抜917円）
北海道産・真昆布 切出し昆布

・内容量：150ｇ　・賞味期間：製造から365日　・北海道・道南伝統
食品協同組合　※ベターホームで長年販売していた「大川さんのお徳
用だし昆布」の大川さんが昆布漁を引退し終売となったため、同メー
カー・同産地の高品質な昆布をご用意しました。

厚みがあり、満足の食べごたえ
「ゆら鯛」は愛媛県南西部・由良半島で育てられた真鯛。稚魚から
水揚げまで一貫管理のもと養殖し、脂のりがよく、うま味たっぷり。

鯛しゃぶは、水・昆布・酒
を用意してだしをとり、お
好みの野菜やきのこ類を
煮て、鯛の身がそり返る程
度にさっと火を通せば食
べ頃です。ポン酢に刻み
ねぎ、もみじおろしなどの
薬味を添えてどうぞ。

税込 4,870円 （税抜4,510円）
ゆら鯛 鯛しゃぶ

・内容量：しゃぶしゃぶ用真鯛（養殖）切り身200g×3袋 ※だしやつけだれは添付して
いません。  ・賞味期間：製造から冷凍3ヵ月　・愛媛・宝水産　※宅配業者：ヤマト運輸

年越しに
「にしんそば」は
いかが？

脂がのった北海道産にし
んを、砂糖・しょうゆ・本みり
んのみで味つけし、直火窯で
丁寧に炊き上げました。にしんの
うま味とたれの味わいが程よいバランス。
ごはんのお供はもちろん、年越しそばにのせ
ても。そばだしに、にしんの脂が溶け出して深
いコクが味わえます。

税込 1,404円 （税抜1,300円）
北海道産・トロにしん甘露煮 2袋

・内容量：2枚入（約100g）×2袋　・賞味期間：製造から90日　
・北海道・タカハシ食品

煮出すだけ！究極のだし

石川県七尾の定置網で獲れたあおりいかを刺身用に急速凍結。
鮮度抜群で、プリプリの食感と噛むほどにしみ出る甘さを楽しめます。
氷水に30分つけて解凍するだけ。年末やお正月の食卓にどうぞ。

いかの王様「あおりいか」をお刺身で堪能

盛りつけ例

新発売

新発売

送料込 産直便 冷 凍 加熱調理

鍋やお雑煮、煮ものに。肉厚な真昆布 年

越

し

に

年末年始の食卓を彩る、         　 おいしいもの

税込 2,700円 （税抜2,500円）
老舗そば屋のつゆ・乾麺セット

・内容量：めんつゆ200ml（ストレート）、味噌つゆ200ml（2倍希釈）、干しそば210g(70g×3
束)×2袋 ・賞味期間：［めんつゆ］製造から1年 ［味噌つゆ］製造から10ヵ月 ［干しそば］製造
から1年 ・原材料：［めんつゆ］しょうゆ（国内製造）、本みりん、砂糖、うるめ節、さば節、かつお
節、昆布、（一部に小麦・大豆・さばを含む） ［味噌つゆ］しょうゆ（国内製造）、水あめ、砂糖、
ごま、米みそ、かつお節、本みりん、くるみ、昆布、唐辛子、寒天、（一部に小麦・大豆・ごま・くるみ
を含む） ［干しそば］そば粉〈そば（長野県産）〉、小麦粉、小麦たんぱく ・長野・小菅亭

新発売

信州の善光寺門前町にある、創業
明治28年の老舗そば屋「小菅亭」
が作ったつゆと、つゆによく合うそ

ば（乾麺）のセット。つゆは２種類あり、ふくよかな出汁のうま味が味わ
えるめんつゆ（ストレート）と、ごまとくるみがたっぷりで濃厚な味わい
の味噌つゆ（２倍希釈）。信州産蕎麦の殻部分をとり除き、香りの強
い甘皮の部分までそば粉に挽きこんだ更科（白）蕎麦は食塩不使用
で、安心してそば湯が楽しめます。

調理例

・内容量：100g×4箱  ・賞味期間：製造から冷凍30日  ・石川・能登半島 
 ※宅配業者：ヤマト運輸

税込 4,780円 （税抜4,426円）
能登のお刺身あおりいか

 送料込 産直便 冷 凍

箱の取っ手は寝かせた状態でお届けします。

●年内お届けご注文締切：12月12日(月) ※ハガキは12月5日(月)消印有効

新発売

●年内お届けご注文締切：12月20日(火) ※ハガキは12月13日(火)消印有効

70
セット

限 定



天恵の気候風土で育まれた
大粒の丹波黒大豆。時間を
かけ、ふっくらと炊き上げて、
上品な甘みに仕上げました。

・内容量：内容総量500g、固形量300ｇ  
・賞味期間：製造から１年  ・京都・夜久野物産

丹波黒豆煮ビン
税込 1,944円 （税抜１,800円）

ふ
っ
く
ら
大
粒
、

毎
年
大
人
気

肉厚昆布をたっぷり巻いた３種の昆布巻
厳選した紅鮭、ししゃも、にしんを北海道産の肉厚昆布
で巻き、じっくりと炊き上げました。味つけは醤油、水飴、
砂糖だけ。

・内容量：紅鮭、ししゃも、にしん各１本（約175g） 
・賞味期間：製造から３ヵ月
・北海道・堀内水産食品

北海巻３本セット
税込 2,340円 （税抜2,167円）

調理例

お正月の食卓に
国産のにんじん、れ
んこん、かんぴょう、し
いたけを使用。温か
いごはんに混ぜて好
みの具をトッピングす
るだけ。

12月は
お買得

税込 2,140円 （税抜1,985円）
まとめ買い 5袋 220g×5袋 ※お届け先は1ヵ所

税込2,320円▶
通常割引価格

・内容量：220g  ・賞味期間：製造から2年
税込 450円 （税抜417円）税込486円▶

お料理教室の先生がつくった
ちらしずしの素 1袋（２合用）

ま
ろ
や
か
で
、

　
う
ま
味
濃
厚

まったり濃厚なサーモンといくらのうま味を、まろやかな生塩
糀が引き立てています。程よい塩加減でごはんもお酒もすす
む味。一口サイズにカット済なので、解凍
するだけ。丼や手巻き寿司にも。

盛りつけ例

北海道直送！
北の海の幸たっぷり、豪華松前漬
数の子、するめ、昆布に加
え、帆立貝、つぶ貝、ずわ
いがにが入った贅沢な松
前漬。ほんのり甘くてまろ
やかな味わいは、おせち
の追加の一品としてもお
すすめです。小分けパック
で4袋入りなので、食べる
分だけ解凍でき便利。

湯を注ぐだけ。
ちょっと贅沢なお吸いもの
湯を注ぐだけで食べられる、化学調味料
不使用、低塩仕立てのお吸いもののセット。
尾頭つきの甘えびを1尾使用した「甘えび
のお吸いもの」、まいたけにゆずがほんの
り香る「まいたけのお吸いもの」、天然真
ふぐの風味とだしのうま味が調和した
「真ふぐのお吸いもの」の3種。

税込 1,296円 （税抜1,200円）
お吸いもの3種セット

・内容量：甘えびのお吸いもの6.3g×2袋、まいたけのお吸いも
の5.7g×2袋、真ふぐのお吸いもの5.4g×2袋　
・賞味期間：製造から18ヵ月　・東京・イー・有機生活

盛りつけ例

・内容量：120g×3個  ・賞味期間:製造から冷凍120日 ・北海道・中水食品工業  
※宅配業者:ヤマト運輸　

税込 4,937円 （税抜4,572円）
サーモンいくら漬

 送料込 産直便 冷 凍

新発売

盛りつけ例

甘えびのお吸いもの

調理例

まいたけのお吸いもの

真ふぐのお吸いもの

年末年始の食卓を彩る、         　 おいしいもの

調理例

税込 4,892円 （税抜4,530円）
北の懐石 海鮮づくし松前漬

・内容量:135g×4袋　・賞味期間:製造から冷凍120日
・北海道・中水食品工業　※宅配業者:ヤマト運輸

お
せ
ち
に
プ
ラ
ス

●年内お届けご注文締切：12月20日(火) ※ハガキは12月13日(火)消印有効

●年内お届けご注文締切：12月20日(火) ※ハガキは12月13日(火)消印有効

盛りつけ例

送料込 産直便 冷 凍



【材料】（2人分）
さといも…2個（140g）
だいこん………30g
にんじん………30g
とうふ（もめん）…50g
こんにゃく………50g

白毛丸餅………2個
だし……………700ml
白みそ…………… 60g
うすくちしょうゆ…小さじ½
とろけるきな粉……適量

Bette
rhome R

eci p

e

奈良県の「きな粉雑煮」

古くから上伊那地方の農家で栽培され続け
てきた「白毛もち米」で作りました。餅本来の
香り・甘み・ねばりが味わえる、とてもおいし
いお餅です。個包装パックで保存も便利。角
餅と丸餅からお選びください。

・内容量：13個（420g） 
・賞味期間：製造から1年
・長野・上伊那農民組合産直センター　

白毛丸餅
税込 780円 （税抜723円）

しらけ

「関東風雑煮」
「関西風雑煮」
レシピはこちら

Bette
rhome R

eci p

e

ふわっととろける極上のきな粉
北
海
道
産
の
良
質
な

　
豆
で
作
っ
た
あ
ん
こ

ふつうのきな粉より粒が細かく、口に入
れるとふわっと溶けるので、むせにくい。
国産大豆を使用し、和三盆、黒糖、麦
芽糖を混ぜた、やさしい甘さ。

とろけるきな粉プレミアム ２袋
税込540円（税抜500円）
・内容量：55g×２袋　・賞味期間：製造から300日　・愛知・タクセイ

ほうじ茶 1袋

・内容量：150g  ・賞味期間：製造から1年
・静岡・平岡商店 

税込 940円 （税抜871円）税込993円▶

まとめ買い 3袋 150ｇ×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込2,916円▶ 税込 2,757円（税抜2,553円）通常割引価格

煎茶 1袋

・内容量：100g  ・賞味期間：製造から1年
・静岡・平岡商店  

税込 972円 （税抜900円）税込1,058円▶

まとめ買い 3袋 100ｇ×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込3,114円▶ 税込 2,856円（税抜2,646円）通常割引価格

まとめ買い 3袋（3ｇ×12個）×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込2,163円▶ 税込 1,998円 （税抜1,851円）通常割引価格

煎茶ティーバッグ

・内容量：3ｇ×12個  ・賞味期間：製造から1年  ・静岡・平岡商店
※個別包装にはなっておりません。

税込 700円 （税抜649円）税込756円▶

ほうじ茶ティーバッグ

・内容量：2ｇ×12個  ・賞味期間：製造から1年  ・静岡・平岡商店  
※個別包装にはなっておりません。

税込 500円 （税抜463円）税込540円▶

丸餅・白みそ仕立て関西風雑煮

調理例

・内容量:16切(800g)  ・賞味期間:製造から2年 
・長野・上伊那農民組合産直センター

白毛餅（角餅）
税込 1,350円 （税抜1,250円）

しらけ

角餅・すまし汁仕立て関東風雑煮

調理例

❹野菜がやわらかくなったら、とうふとこん
にゃくを加える。ひと煮立ちしたら、みそを
溶き入れ、うすくちしょうゆを加えて火を止
める。

❺餅はグリルかオーブントースターで薄く焼き
色がつくまで焼く。④に加えて軽く温め、椀
に盛る。きな粉を添えて、餅をつけて食べる。

❶さといも、だいこん、にんじんは皮をむき、
5mm厚さの輪切りにする。とうふとこん
にゃくは5cm長さ、5mm厚さに切る。

❷小鍋に湯を沸かし、こんにゃくをさっとゆ
でて水気をきる。

❸鍋にだしと野菜を入れ、中火で約10分
煮る。

こしあん 1袋
税込 375円 （税抜348円）税込415円▶

つぶあん 1袋
税込 375円 （税抜348円）税込415円▶

しろあん 1袋
税込 400円 （税抜371円）税込448円▶

北海道産の良質な豆にこだわりました。厳選した豆を
丁寧に炊き、グラニュー糖だけを加えて練り上げました。

急須で淹れるリーフタイプ 手軽に飲めるティーバッグタイプ

まとめ買い 3袋（2ｇ×12個）×3袋

※お届け先は1ヵ所
税込1,554円▶ 税込 1,434円 （税抜1,329円）通常割引価格

希少な古代米のコシの強い餅

煎茶・ほうじ茶

お正月に

お料理教室の
先生がつくった

とお餅 お茶

まろやかな味わいで後味すっきりな「煎茶」と上質な茎の甘い香りが
引き立つ「ほうじ茶」。

12月は
お買得

・内容量：各300g  ・賞味期間：製造から1年

お餅 あん

12月は
お買得



税込484円→

・材質／綿100%  
・サイズ／33×45㎝

料理用ふきん（3枚入り）

税込455円
（税抜414円）

税込510円→
税込480円
（税抜437円）
・材質／綿65%・レーヨン35%
・サイズ／40×70㎝

食器用ふきん新年に向けて、
ふきんを新調しませんか？

真っ白で
気持ちいい♪

税込990円→
税込940円
（税抜855円）
・材質／綿50%・レーヨン50%  
・サイズ／33×30㎝

台ふきん（3枚入り）

・材質／日光ひのき 
・サイズ／25×20×1.8㎝  ・重さ／約420g

税込2,200円→税込2,070円
　　 （税抜1,882円） 

小さなまな板

・材質／18-8ステンレス
・サイズ／約3.5㎝のうめ型が抜けます。

野菜の抜き型（うめ）
税込687円→ 税込650円

（税抜591円）

最高級の
木曽ひのきを

厳選

まな板

小

大 税込6,710円→税込 6,380円（税抜5,800円） 
税込5,500円→税込 5,230円（税抜4,755円） 

・材質／木曽ひのき  ・サイズ／［大］40×30×3cm ［小］33×25×3cm  
・重さ／［大］約1.5kg ［小］約1kg

・材質／合成ゴム（軽量ゴムと軽量木材の複合材）
・サイズ／33×25×2㎝　・重さ／約1.2㎏  ・耐熱温度／-30℃～70℃

ラバーまな板
税込8,470円→税込8,030円

　　 （税抜7,300円） 

梅花
にんじん

ひのきに近い
刃あたり!

12月下旬より販売予定です。
お楽しみに！

ベターホーム協会
創立60周年スペシャル版

ベターホームの

福袋
数量
限定

おせち料理のだて巻き作りに
太くて丈夫な天然のもうそう竹を、断面が
三角になるように削って編み連ねました。
だて巻きに筋目をつけて美しい形に。

熱伝導率がよく、保温性にすぐれた厚手の銅板が
均一に熱を伝え、中までふっくらと火が通った
おいしい卵焼きやだて巻きが作れます。

※天然素材のため、色むら、ささくれ、ひび割れ、キズ等がある場合があります。  ※使い始め
の前に熱湯で約20分煮ると、竹特有のにおいが消え、虫もつきません。  ※表面に白い粉
がついている場合がありますが、これは竹のアクです。使用前に洗って落としてください。

税込2,530円→ 税込2,380円（税抜2,164円）
鬼すだれ

・材質／もうそう竹  ・サイズ／約30×30㎝  ・日本製

ムラなくふっくら焼き上がります

・材質／［本体］銅（内側表面にすず加工）、［柄］木製
・サイズ／［15㎝（卵3個用）］厚さ1.2㎜、重さ550g
　　　　［18㎝（卵5～6個用）］厚さ1.3㎜、重さ780g

銅製で
ふっくら焼ける

税込6,660円
（税抜6,055円）

税込7,040円→18cm角

税込5,120円
（税抜4,655円）

税込5,390円→15cm角

卵焼き器

トマトと野菜の
ジュース

赤い野菜の
ジュース

にんじん
ジュース

・内容量／1ケース：160ｇ×30缶  
・賞味期間／製造から2年

税込13,932円→税込 13,116円 
（税抜12,147円）

税込4,753円→税込 4,482円 
（税抜 4,150円）

1ケース
（30缶）

通常割引価格

下記❶～❹よりお選びください
毎日飲むジュース宅配便

3ケース

❶にんじんジュース30缶
❸赤い野菜のジュース30缶

❷トマトと野菜のジュース30缶
❹野菜ジュース３種各１０缶セット
　（にんじん、トマトと野菜、赤い野菜×各１０缶）計30缶

ご注文時に下記❶～❹よりお好きな組み合わせで
　３ケースまとめて１ヵ所にお届けします

税込11,982円→税込9,327円 
（税抜8,637円）

税込4,104円→ 税込 3,218円
（税抜2,980円）

3ケース

1ケース
（20缶）

通常割引価格

アロニアミックスジュース

・内容量／1ケース：160ｇ×20缶  
・賞味期間／製造から１年6ヵ月

1缶に
ポリフェノール

600mg！

毎日くろごま

6個 税込3,920円→税込3,780円（税抜3,500円）通常割引価格
税込685円→税込650円（税抜602円）1個

・内容量／195g  ・賞味期間／製造から1年

I H不可

具体的な賞味期限の記載のないものは、製造から賞味期間の3分の2までのものを出荷しています（例：賞味期間3年
なら、1年以上のもの）。備蓄目的でご利用の場合などは、お問い合わせいただければ、お届けする商品の賞味期限
をお知らせします。

払込用紙をお送りいたしますので、お近くのコンビニエンスストアからお振り込みください（振込手数料はベターホームが
負担）。※郵便局でもお振り込みいただけますが、2022年1月17日に行われたサービス変更にともない、現金でお支払い
の場合、お客様負担で別途料金（110円）が加算されるようになりましたので、ご注意ください。通帳・キャッシュカードを
使ってゆうちょ口座からお支払いの場合は、加算料金はありません（窓口・ATMどちらでも、口座からのお支払いが可能）。

郵送でお申し込みの場合は、ご投函から10日間ほどの余裕を見てお届け日をご指定ください。お届け時間帯も指定できます。

●万が一、商品に破損、汚損があった場合は、お取替え、または返品を承ります。

●下記の商品につきましては、お取替え・返品ができませんのでご容赦ください。 
　【1.食品、飲料品、名入れ包丁、書籍　2.一度ご使用になられた商品】

※お客様要因の場合は、お取替え対応のみとさせていただきます。配送料はご負担ください。

商品数にかかわらず、お届け先1ヵ所につき送料662円です（沖縄県は1,731円）。お届け先1ヵ所につき、税込1万円
以上お買い上げで　　　　です（沖縄県は1,222円）。代金引換は、ご利用ごとに手数料330円がかかります。送料無料

送料について

賞味期間について

お支払い方法

お届け日時指定

お取替え・ご返品について

産直便は産地から直接お届けしますので、他の商品とは別送になります。また、お届けにも日数がかかります。産直便
のみをご注文の場合、「代金引換」はご利用いただけません。※沖縄県と一部離島にはお届けできません。

産直便について

お申し込み方法
〒150-8363 東京都渋谷区渋谷2-20-12　
ベターホーム通信販売 係

03-3407-9006（24時間受付）

ベターホームへお申し込みください。

 受付時間 （平日 9：30～17：30）
03-3407-0471　

トップページから「ネットショップ」へお入りください。

検索ワード ベターホーム 検 索
クレジットカードでお支払いの場合は
ネットショップでお申し込みください。

郵送の場合

お電話で

ファクシミリの場合

インターネットで
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